
セルフガイド
＆

クイズラリー

アカカンガルー

 
動 物 観 察 の注 意 点 

 音や動作などで動物を驚かせないように観察する。 

（気づかれないのが一番） 

 他の見学者に迷惑をかけないように観察する。 

 動物に手など出さないよう、安全に注意して観察する。 

 立ち入り禁止の場所・区域には入らないこと。 

 双眼鏡などで拡大して見ると良い。(太陽は見ないこと) 

 スケッチや写真を残すと良い。（特徴をとらえたスケッチ

が一番） 

なまえ

どうぶつクイズのヒント

Q1 カンガルーのおっぱいはふくろの中にあり
ます。

Q2 産まれた時は、1円玉くらいの大きさしか
ありません。

Q3 産まれたときは、毛が生えていなく目も開
いていません。

Q4 コアラは 2つ、カンガルーはその倍です。

Q5 産まれた時に、親がふくろまでの道しるべを
なめて教えます。それをたどって赤ちゃんは
ふくろまでのぼっていきます。

Macropus rufus
本園エリアに展示しています

ＬＣ（軽度懸念）

ＩＵＣＮ（国際自然保護連合）によるレッドリストのランク

分布・生息地
オーストラリアのほぼ全域で、草原や半砂漠地帯、
荒地に生息。
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●●●●●●●どうぶつクイズ
Q1　カンガルーのおっぱいはどこにあるでしょうか？

①　わきの下

②　ふくろ（育児のう）の中

③　ふくろ（育児のう）の外

Q2　カンガルーの赤ちゃんが産まれた時の大きさは？

A1 A3A2 A4 A5

①　1円玉くらいの大きさ

②　ソフトボールくらいの大きさ

③　ドッジボールくらいの大きさ

Q3　カンガルーの赤ちゃんが産まれた時、毛は生
　　えているでしょうか？

①　まっ白な毛が生えている

②　まったく生えていなく、赤はだか

③　赤い毛が生えている

Q4　カンガルーのおっぱいの数は？
①　２

②　４

③　６

Q5　産まれた赤ちゃんは、どうやってふくろの中
　　に入るのでしょうか？

①　親がくわえて中にいれる

②　さいしょからふくろの中で産まれる

③　自分でふくろまでよじのぼって入る

かんさつノート

・体の色は？

・体の特徴は？

・何をしていることが多い？

観察日：　　　年　　　月　　　日

（※看板やボードで個体の紹介をしていることもあるよ）

全体をスケッチしてみよう！

東山動植物園の動物に注目してみよう！

気づいたことを書いてね！

体
カンガルー科の中では最大種。
オスは体長 130～160cm、体重 22～85kg、尾長 85～110
cm。メスは体長 80 ～ 110cm､体重 17～35kg､尾長 65～
80cm。オスのほうがメスより大きい。オスの胴体は赤褐
色や黄褐色、メスは青みがかった灰色になる。
オスは興奮すると、胸部からの分泌液が出るため、体毛
が赤くなる。

習性
10～12 頭が群れをなして生活する。そのうち 2、3頭が大
人のオスで、残りがメスと子どもである。多い時には 100
頭ほどの群れになる。移動は太い大きな尾を使い、5本足
のように歩いたり、尾でバランスを取ってジャンプしたり
する。比較的おとなしい性質だが、オス同士で闘争すると
きは、尾を使って立ちあがり、前足で引っかいたり後足で
けったりすることがある。

食べ物
飼育下 : 草食獣用ペレット、乾草、食パン、リンゴ、
　　　   ニンジンなど
野生下 : 草、若葉、木の芽など

繁殖
妊娠期間は 30 日ぐらいと短く、1cmほどの幼体で産まれ
て自力で母親のふくろ（育児のう）に移動して、乳首に吸
いつく。ここから 8か月ほど育児のうの中で成育する。
動物園では、子どもが育児のうから出て、初めて全身を現
した日を誕生日にしている。

草食性。

動物名の語源
学名の “rufus” は「赤い」の意味。

アカカンガルーを知る
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